ＰＴＳ関係法令（抄）

○

金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）
（抄）

〔平成 25 年 11 月５日現在〕
（定義）
第二条

（略）

２～７

（略）

８

この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為（その内容等を勘案し、投
資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び
銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関（以下「協同組織金融機関」
という。）その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十
八条第八項各号に掲げるものを除く。）のいずれかを業として行うことをいう。
一～九
十

（略）

有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使
用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定
方法又はこれに類似する方法により行うもの（取り扱う有価証券の種類等に照らして取
引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場（第六十七条第二項に規定する店頭売買有
価証券市場をいう。）以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められ
るものとして政令で定めるものを除く。）
イ

競売買の方法（有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。）

ロ

金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設す

る取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ

第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券（以下「店頭売買有価

証券」という。）について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該
有価証券の売買価格を用いる方法
ニ

顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法

ホ

イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法

十一～十八
９～３９

（略）

（略）

（発行者以外の者による株券等の公開買付け）
第二十七条の二

その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの（以

下この章及び第二十七条の三十の十一（第四項を除く。）において「株券等」という。）
について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券（流通状
況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。）の発行者の株券
等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等（株券等の買付けその他の有償の譲受けを
いい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。）で
あつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、新
－1－

株予約権（会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予
約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資
者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを
除く。以下この項において同じ。）を有する者が当該新株予約権を行使することにより行
う株券等の買付け等及び株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者（第七項第一号
に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。）から行う株券等の買付け等その他政令
で定める株券等の買付け等は、この限りでない。
一

取引所金融商品市場外における株券等の買付け等（取引所金融商品市場における有価
証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく
少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を
除く。）の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。
以下この節において同じ。）に係る株券等の株券等所有割合（その者に特別関係者（第
七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。）がある場合にあつて
は、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。）が百分の五を超
える場合における当該株券等の買付け等

二～六
２～８

（略）
（略）

（認可）
第三十条

金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとする

ときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
２

内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融
商品取引業者の登録に付記しなければならない。
（認可の条件）

第三十条の二
２

内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。

前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
（認可の申請）

第三十条の三

第三十条第一項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事

項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号

二

登録年月日及び登録番号

２

一

前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及
び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付し
なければならない。
（認可の基準）

第三十条の四

内閣総理大臣は、第三十条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる

基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
－2－

一

損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。

二

資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金
額以上であること。

三

純財産額が前号に規定する金額以上であること。

四

第四十六条の六第二項の規定に違反していないこと。

五

認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定め
る業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。

（変更登録等）
第三十一条
２～５
６

（略）

（略）

第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該
認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決
済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
（禁止行為）

第三十八条

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしては

ならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除く。
一～六
七

（略）

前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は
金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

（適合性の原則等）
第四十条

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当すること

のないように、その業務を行わなければならない。
一

（略）

二

前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを
確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益
に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状
況にあること。

（業務に関する帳簿書類）
第四十六条の二

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する

帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
（自己資本規制比率）
第四十六条の六

（略）
－3－

２

金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないように
しなければならない。

３

（略）
（認可協会への報告）

第六十七条の十八

協会員（第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価

証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。）は、次の各号に掲げる場合において当該
各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しな
ければならない。
一～六
七

（略）

自己の計算において行う上場株券等（金融商品取引所に上場されている株券、新株予
約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十
八条の五までにおいて同じ。）の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若し
くは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合

当該売買

に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
八

同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの
申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合

当該売付け又は買付けの申込みに係

る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
（売買高、価格等の通知等）
第六十七条の十九

認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有

価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引
所金融商品市場外での売買（協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、
取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。）について、内閣府令で定めると
ころにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会
員に通知し、公表しなければならない。
（空売り及び逆指値注文の禁止）
第百六十二条
一

何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。

有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて（これらに準ずる場合として政
令で定める場合を含む。）その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託
等をすること。

二
２

（略）
（略）
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○

金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）（抄）
〔平成 25 年 11 月５日現

在〕
（電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの）
第一条の九の三

法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有

価証券（法第四条第三項第四号に掲げるもの（第二条の十二の四第三項第一号又は第三号
に掲げるものを除く。）及び開示が行われている場合（法第四条第七項に規定する開示が
行われている場合をいう。）に該当するものを除く。）の売買又はその媒介、取次ぎ若し
くは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各
当事者として法第二条第八項第十号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに
類似する方法により行うものとする。
（競売買の方法による場合の基準）
第一条の十

法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとす

る。
一

毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等（金融商品取引所に上場
されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。）の売買
（デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。）であつて法第
二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営
業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等のすべての取引所金融商
品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均
額に対する比率が百分の一であること。

二

毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条
第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高
の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄のすべての取引所金融商
品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均
額に対する比率が百分の十であること。

（公開買付けの適用除外となる買付け等）
第六条の二
２

（略）

法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一

（略）

二

法第二条第八項第十号に掲げる行為（次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融
庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。）による有価証券
（金融商品取引所に上場されているものに限る。以下この項において同じ。）の取引（当
該有価証券が特定上場有価証券である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者とし
て行われるものに限る。）
イ

電子情報処理組織を使用して行われた売付け若しくは買付けの申込み又は売買につ
いてその対象となつた有価証券の種類、銘柄、価格その他当該申込み又は売買の内容
を示すべき事項として内閣府令で定める事項が直ちに公表されることとなつているこ
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と。
ロ

電子情報処理組織を使用して行われる売付け若しくは買付けの申込み又は売買に係
る売買価格の決定方法が競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行わ
れる方法として内閣府令で定める方法であること。

ハ

電子情報処理組織を使用した買付けの申込みに係る有価証券を所有する者が当該電
子情報処理組織を使用して当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認
められること。

３・４

（略）

（認可に係る最低資本金の額）
第十五条の十一
２

法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。

申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第

三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時におけ
る外国為替相場によるものとする。
（空売りに該当する場合）
第二十六条の二

法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有して

いる有価証券（借り入れているものを除く。）の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供で
きることが明らかでない場合とする。
（借入れ有価証券の裏付けの確認等）
第二十六条の二の二

金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金

融商品市場における空売り（次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取
次ぎの委託（売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項において「清算取次ぎ委託」
という。）をいう。以下同じ。）を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券（大
量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせる
おそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項（各号を除く。）
から第四項までにおいて同じ。）について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡し
を確実にする措置として内閣府令で定める措置（以下この条において「決済措置」という。）
が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。
一

有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け（有価証券等
清算取次ぎを除く。）

二

前条に規定する場合における有価証券の売付け（有価証券等清算取次ぎを除く。）

三

有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託

四

清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ
委託

２

取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空

売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該
空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。
３

取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、
－6－

当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券
について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。
４

取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売
りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つては
ならない。

５

前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取
引については、適用しない。

６

前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店
頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十
一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるもの
とする。

７

第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の
開設する私設取引システム（法第二条第八項第十号に掲げる行為（競売買の方法その他取
引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものと
して内閣府令で定める売買価格の決定方法により行うものに限る。）による有価証券の売
買を行う市場をいう。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項にお
いて同じ。）における有価証券（金融商品取引所が上場する有価証券又は店頭売買有価証
券に限る。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。）
の売付けについて準用する。この場合において、第一項及び第四項中「会員等」とあるの
は「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」と
あるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
（空売りを行う場合の明示及び確認）

第二十六条の三

金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商

品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託（有価証券
等清算取次ぎの受託を除く。）をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当
該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りである
か否かの別を明らかにしなければならない。
２

金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場におい
てする有価証券の売付けの受託（有価証券等清算取次ぎの受託を除く。）について、当該
有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確
認しなければならない。

３

取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、
当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確
認しなければならない。

４

取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託（有価証券等清算取次ぎの委
託を除く。）又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方
に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。

５

前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取
引については、適用しない。
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６

（略）

７

第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の
開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合におい
て、第一項及び第二項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一
項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとす
る。
（空売りを行う場合の価格）

第二十六条の四

金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商

品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合におい
て、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商
品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格（売買価
格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合につい
ては、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。）以下の価
格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表
価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異な
る価格（売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるもので
ある場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。）を当該直近公表価格
が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
一

当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間（当該空売りに係
る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯をいう。次号
において同じ。）の開始の時から当該空売りの直前までの間において当該金融商品取引
所が公表した当該取引所金融商品市場における当該空売りに係る有価証券の売買価格の
うちに、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該売買価格の公表前
の直近に公表した当該取引所金融商品市場における基準価格（法第百三十条に規定する
最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎として内閣府令で定めるところにより算出され
る価格をいう。以下この項において同じ。）から当該基準価格に内閣府令で定める割合
を乗じて得た価格を控除した価格以下のものがあるとき。

二

当該取引所金融商品市場における当該空売りの時の属する取引時間の開始前の直近に
終了した当該空売りに係る有価証券の主たる市場（当該有価証券について売買高その他
の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場をいう。）における取引時
間において当該主たる市場を開設する金融商品取引所が公表した当該主たる市場におけ
る当該空売りに係る有価証券の売買価格のうちに、当該空売りに係る有価証券につき当
該金融商品取引所が当該売買価格の公表前の直近に公表した当該主たる市場における基
準価格から当該基準価格に前号に規定する割合を乗じて得た価格を控除した価格以下の
ものがあるとき。

２

取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、

前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相
手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売
りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の
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公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格
を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示につ
いては、この限りでない。
３

前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後
に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落
ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表
価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。

４

第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令
で定める取引については、適用しない。

５

前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店
頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、第一項第一号中「第百三
十条」とあるのは「第六十七条の十九」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」と
あるのは「一の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商
品取引業協会」と、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」
とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

６

第一項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の
開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合におい
て、第一項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第一号中「第百三十条」とあるのは
「第六十七条の十九又は第百三十条」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とある
のは「に相当するものとして」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは
「一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるの
は「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第四項中「法第二条第二十一項第
一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
（空売りに係る情報の提供等）

第二十六条の五

金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われること

により公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの
（以下この条において「指定有価証券」という。）について、次の各号に掲げる空売りを
行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所（前条第一項第二号に規定する主た
る市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。）の会員等は、内閣府令で定める
ところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければ
ならない。
一

自己の計算による空売り

当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報

（空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において
同じ。）
二

顧客の委託を受けて行う空売り

当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の

残高情報
２

指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者（当該指定有価証券に係る
主たる金融商品取引所の会員等を除く。）は、内閣府令で定めるところにより、当該各号
に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一
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の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該情報の提供を受けた主たる
金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融
商品取引所に対し提供しなければならない。
３

指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところによ
り、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の
取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。

４

指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定める
ところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取
次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。

５

主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定に
より提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。

６

（略）
（空売りに係る有価証券の借入れの決済）

第二十六条の六

何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該

有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間に
おいて当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託
若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した
有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（これに準ずるものとして内閣府令で
定めるものを含む。）の決済を行つてはならない。
２

前項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引
については、適用しない。

３

前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店
頭売買有価証券の売付け及び法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設す
る私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前
項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府
令」と読み替えるものとする。
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○

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成五年大蔵省令第十四号）
（抄）

〔平成 25 年 11 月５日現在〕
（私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法）
第十七条

法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法と

する。
一

顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合
に、当該顧客の提示した指値を用いる方法

二

金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売
付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用
いる方法（複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、か
つ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。）

○

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成二年大蔵省令

第三十八号）（抄）
（電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等）
第三条の二

令第六条の二第二項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は

買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻
とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。
２

令第六条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値

が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した
指値を用いる方法とする。

○

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令（平成二年大蔵省令第三十六号）（抄）

第二号様式
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況
（短期大量譲渡に該当する場合）】
（略）
（記載上の注意）
この様式は、法第２７条の２５第２項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び
対価に関する事項について記載しなければならない場合に、第一号様式の「第２
者に関する事項」の「（５）

提出

当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０

日間の取得又は処分の状況」に代えて記載すること。
ａ～ｅ
ｆ

（略）

「譲渡の相手方」欄には、譲渡の相手方ごとに氏名又は名称を記載すること。た
だし、金融商品市場内における売買取引若しくは店頭売買有価証券の店頭売買取引
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又は法第２条第８項第１０号に掲げる行為による有価証券の売買取引によって譲渡
した場合において、相手方を知ることができないときは、その旨を記載すること。
ｇ・ｈ

（略）
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○

金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）
（抄）

〔平成 25 年 11 月５日現在〕
（認可に係る業務の内容及び方法）
第十七条

法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとす

る。
一

私設取引システム運営業務において行う取引の種類

二

私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名

三

私設取引システム運営業務を行う部署（私設取引システム運営業務の一部を他の者に
委託する場合にあっては、その者を含む。）の名称及び組織の体制

四

私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単
位

五

私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法

六

売買価格の決定方法

七

気配、売買価格その他の価格情報の公表方法

八

私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容
量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法

九

私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契
約不履行が生じた場合の対処方法

十

私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法

十一 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び
体制
十二 その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に
関する重要な事項
（認可申請書の添付書類）
第十八条

法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。
一

私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書

二

私設取引システム運営業務に関する社内規則

三

私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類

四

前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書

（審査等の対象となる業務の内容及び方法）
第十九条

法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の

内容及び方法は、次に掲げるものとする。
一

第十七条第五号、第八号及び第十号に掲げるもの

二

その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項

（変更の認可の申請）
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第二十三条

法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる

事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号

二

登録年月日及び登録番号

三

変更の内容及び理由

２

一

前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの（内容に変更のあるものに限る。）
を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類（内容に変更のあるものに限る。）を添付
しなければならない。
（変更の認可の基準）

第二十四条

所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第

三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
（禁止行為）
第百十七条

法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とす

る。
一～二十四

（略）

二十四の二

令第二十六条の二の二第一項に規定する決済措置（次号、第百五十七条第一

項及び第百五十八条の二において単に「決済措置」という。）に係る有価証券の調達先
の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為
二十四の三

あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ず

ることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為
二十四の四

（略）

二十四の五

有価証券（預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。）の

売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管
理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金
融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して
当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為（当該売付けが有価証券
の取引等の規制に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一
項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」とい
う。）第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第
三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当
該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付け
の委託の取次ぎを行う行為）
二十五～三十四
２～２２

（略）

（略）

（業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの）
第百二十三条

法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とす
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る。
一～二十五
二十六

（略）

金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券（取引等規制府

令第十五条の七第二号イからヌまでに掲げる有価証券を除く。）と同一の銘柄の有価証
券の募集又は売出し（当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場
合に限り、取引等規制府令第十五条の五に定める期間がない場合を除く。）の取扱いを
行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当
該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認め
られる状況
イ

令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間におい

て当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は
私設取引システム（令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをい
う。）における空売り（取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲
げる取引を除く。以下この号において同じ。）又はその委託若しくは委託の取次ぎの
申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売
りに係る有価証券の借入れ（取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロに
おいて同じ。）の決済を行うことができない旨
ロ

金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入

れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの
取扱いにより有価証券を取得させることができない旨
二十七～二十九
２～６

（略）

（略）

（業務に関する帳簿書類）
第百五十七条

法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を

行う者に限る。以下この款において同じ。）が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものと
する。
一・二
三

（略）

注文伝票

三の二

決済措置の確認に係る記録

三の三

決済措置適用除外取引の確認に係る記録

三の四

第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録

四～十四

（略）

十五 私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係
る取引記録
十六・十七
２

（略）

前項第一号、第二号及び第十六号ハに掲げる帳簿書類は、その作成の日（同項第二号に
掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日）から五年間、同項第三号から第三号の
四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第
十五号まで、第十六号（同号ハを除く。）及び第十七号（同号ニを除く。）に掲げる帳簿
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書類は、その作成の日（同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、そ
の契約その他の法律行為に係る業務の終了の日）から十年間保存しなければならない。
（注文伝票）
第百五十八条

前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに

掲げる行為（媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為（当該行為に係る有価証券の
買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。）に係るものを除く。）に関
し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一・二
三

（略）

取引の種類（次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定
める事項を含む。以下この節において同じ。）
イ・ロ
ハ

（略）

有価証券の空売り

ニ～チ

（略）

四～十一

（略）

２

その旨

前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
一～三
四

（略）

注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。
イ・ロ
ハ

（略）

私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存する

こと。
五～九
３

（略）

（略）
（決済措置の確認に係る記録）

第百五十八条の二

第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第

二十六条の二の二第一項又は第二項（これらの規定を同条第六項及び第七項において準用
する場合を含む。）の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければ
ならない。
一

顧客の氏名又は名称

二

確認年月日

三

決済措置に係る有価証券の調達先

四

令第二十六条の二の二第一項又は第二項（これらの規定を同条第六項及び第七項にお
いて準用する場合を含む。）の規定により確認した決済措置の内容

（決済措置適用除外取引の確認に係る記録）
第百五十八条の三

第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記

録には、受託した有価証券（令第二十六条の二の二第一項（同条第六項及び第七項におい
て準用する場合を含む。）に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。）の空売り
が取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九
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号まで又は第三項第六号から第九号までに掲げる取引として行うものであることを確認す
る場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一

顧客の氏名又は名称

二

確認年月日

三

取引の具体的な内容

（第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録）
第百五十八条の四

第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確

認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。
一

顧客の氏名又は名称

二

確認年月日

三

有価証券の管理の方法

（取引日記帳）
第百五十九条
２

（略）

前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
一～六
七

（略）

私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム
運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。

八
３

（略）
（略）
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○

金融商品取引業協会等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十三号）
（抄）

〔平成 28 年９月５日現在〕
（上場株券等）
第十四条

法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの

とする。
一

株券

二

新株予約権付社債券

三

新株予約権証券

四

出資証券

五

協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）に規定する優
先出資証券

六

投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益証券

七

投資証券

（上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告）
第十五条

法第六十七条の十八第七号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただ
し、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加し
たことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告す
ることとする。
一

電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買
が成立した場合

二

所属認可協会がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合（前号に掲げる場合を
除く。）

三

売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分

売買の成立後五分以内

前二号に掲げる場合以外の場合

売買が成立した日の当日又は翌営業日に置いて所属

認可協会がその規則に定める時刻
２

法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並

びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。
（同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込
みをした場合の報告）
第十六条

法第六十七条の十八第八号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込

みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報
処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他
やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
２

法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、

取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。
３

法第六十七条の十八第八号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格

を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有
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価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日に
おける当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。
４

法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをし
た時における数量及び売付け又は買付けの別とする。
（売買高、価格等の通知等）

第十七条

法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、

その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一
の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価
証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の
中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。
２

法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、上場株
券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知又は公表の
区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなけれ
ばならない。

別表第三（第十七条二項関係）
通知又は公表の区分 通知又は公表事項
協会員が同時に多数 一
の者に対し、取引所

協会員からの報告を受けた後、遅滞な
く、協会員に通知すること。

申込みに係る売付け又 二

電子情報処理組織の異常若しくは保守
点検又は通知すべき事項が著しく急激に

は買付けの別

場株券等の売付け若 三
しくは買付けの申込

有価証券の種類及び銘 一

柄

金融商品市場外で自 二
己の計算において上

注意事項

増加したことその他やむを得ない事由が

申込みに係る価格及び

ある場合においては、当該事由の消滅後速

数量

やかに通知すること。

みをし又は売買の受
託等に基づく注文を
した場合の通知
協会員が同時に多数 一
の者に対し、取引所

有価証券の種類及び銘 一

柄

当該売買が電子情報処理組織を使用し
て、同時に多数の者を一方の当事者又は各

金融商品市場外で自 二

売買成立価格及び数量

当事者としてなされた場合には、遅滞なく

己の計算において行 三

売買成立日時

協会員に通知すること。
二

う上場株券等の売買
又は売買の受託等に

前号に掲げる場合以外の場合にあって
は、速やかに通知すること。

三

基づく売買が成立し
た場合の通知

電子情報処理組織の異常若しくは保守
点検又は通知すべき事項が著しく急激に
増加したことその他やむを得ない事由が
ある場合においては、当該事由の消滅後速
やかに通知すること。
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毎日の公表

一

一

総取引高

二

株券は、銘柄別に、数

総取引高は、有価証券の種類ごとに区分
し、小計を付した上合計すること。

二

量

有価証券の種類ごとに区分すること。

出資証券等は、銘柄別 三

三

に、額面金額及び数量
四

新株予約権付社債券

株券の配列は、産業部門ごとに区分する

こと。
四

出資証券等の額面金額は、毎月一回額面

は、銘柄別に、発行価格

五十円以外のものにつき公表することで

及び数量

足りる。
五

新株予約権付社債券の発行価格は、毎月
一回公表することで足りる。

一

有価証券の種類及び銘 一
柄

二

二
売付け又は買付けの申

込みに係る価格及び数量 三

有価証券の種類ごとに区分すること。
株券の配列は、産業部門ごとに区分する
こと。
売付け又は買付けの申込みに係る価格
及び数量は、売付けの申込をした場合にあ
っては当該売付けの申込みに係る有価証
券の銘柄中最も低い価格及び当該売付け
の申込みに係る数量とし、買付けの申込み
をした場合にあっては当該買付けの申込
みに係る有価証券の銘柄中最も高い価格
及び当該買付けの申込みに係る数量とす
ること。
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○

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十九号）（抄）

〔平成 25 年 11 月５日現在〕
第四章

有価証券の空売り

（有価証券の受渡しを確実にする措置）
第九条の二

令第二十六条の二の二第一項（同条第六項及び第七項において準用する場合を

含む。）に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の
締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。
（借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外）
第九条の三

令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる

取引（第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行
うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場において
する当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限
る。）とする。
一

（略）

二

発行日取引

三

次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
イ

法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

ロ

法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券及び第九号ニに規定
する交換社債券を除く。）

ハ

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質
を有するもの

ニ

有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

四～六
七

（略）

貸し付けている有価証券（借り入れたものを除く。）の売付けであって、その決済前
に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行
う取引

八

（略）

九

次に掲げる有価証券に付与された株券を取得する権利を行使しており、当該権利が行
使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の
売付けを行う取引
イ

新株予約権付社債券

ロ

新株予約権証券

ハ

法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ

金融商品取引所に上場されている社債券（新株予約権付社債券を除く。ニにおいて
同じ。）又は店頭売買有価証券に該当する社債券であって、当該社債券の発行者であ
る会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されてい
るもの（社債券を保有する者が当該社債券の発行者である会社に対し、当該株券によ
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る償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」とい
う。）
ホ
十

取得請求権付株券
有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が

行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券
の売付けを行う取引
十一 社債券（法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するも
のを含み、新株予約権付社債券（同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性
質を有するものを含む。）を除く。）であって、当該社債券の発行者以外の者が発行し
た株券等（株券又は次号イに掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。）によ
り償還することができる旨の特約が付されているものについて、当該社債券が当該株券
等により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券等の数量
の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引
十二 有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資（優先出資法に規定す
る優先出資をいう。以下同じ。）の分割、次に掲げる有価証券（以下この章において「投
資信託受益証券等」という。）に係る受益権の分割（外国におけるこれに相当するもの
を含む。）及び投資口の分割（以下この号において「株式分割等」という。）、株式無
償割当て（会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。）、合併、
会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当
て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、投
資信託受益証券等に係る受益権（外国におけるこれに相当するものを含む。）及び投資
口（以下この号において「株式等」という。）の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘
柄の有価証券の売付けを行う取引
イ

法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（投資信託及び投資法人に関す
る法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第四条第一項に規定する投資信託約款にお
いて、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相
場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るも
のに限る。）

ロ

法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券（イに掲げる有価証券に類
するものに限る。）

ハ

法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券のうちロに掲げる有価証券に類似す
るもの

ニ

法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちイに掲げる有価証券に類似するも
の

ホ

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちニに掲げる有価証券の性質を有す
るもの

ヘ

有価証券信託受益証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

ト

法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券に係る
権利を表示するもの

十三 有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向
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け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若
しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内
で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十四 発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の
数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十五 （略）
十六 投資信託受益証券等に係る次に掲げる取引
イ

投資信託受益証券等をその投資信託財産又はこれに類する財産に属する有価証券に
交換（投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成十二年政令第四百八十号。以
下「投信法施行令」という。）第十二条第一号イ若しくは第二号ハに規定する交換又
はこれに類するものに限る。）をする請求を行っており、当該請求の結果取得するこ
ととなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを
行う取引（第三号に掲げる取引を除く。）

ロ

投資信託受益証券等の取得（投信法施行令第十二条第二号ロに規定する取得又はこ
れに類するものに限る。）の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することと
なる投資信託受益証券等の数量の範囲内で当該投資信託受益証券等と同一の銘柄の投
資信託受益証券等の売付けを行う取引

十七～三十五
三十六

（略）

取引所金融商品市場における有価証券の価格を他の金融商品取引所が開設する取

引所金融商品市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私
設取引システム（令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。以
下この章において同じ。）における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証
券の売付けを行う取引
２

令第二十六条の二の二第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める
取引は、次に掲げる取引（第七号から第九号までに掲げる取引については、当該取引とし
て空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買
有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が
行われているものに限る。）とする。
一～八
九

（略）

店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の価格を他の認可金融商品取引業協
会が開設する店頭売買有価証券市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引
業者が開設する私設取引システムにおける当該店頭売買有価証券の価格と平準化するた
めに当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

３

令第二十六条の二の二第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める
取引は、次に掲げる取引（第六号から第九号までに掲げる取引については、当該取引とし
て空売りを行うことが当該空売りを受託した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取
引業者の顧客及び私設取引システムにおいてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受
けた者において確認が行われているものに限る。）とする。
一

第一項第二号、第三号、第七号、第九号から第十四号まで及び第十六号に掲げる取引

二

第十四条第二項に規定する金融商品取引業者等が、売付けの気配を出す私設取引シス
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テムにおいて当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引
三

買い付けた有価証券（私設取引システムにおいてする空売りの委託又は委託の取次ぎ
の申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付
けた当該空売りに係る有価証券を除く。）であってその決済を結了していない有価証券
の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取
引

四

空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの
イ

株券の名義書換

ロ

株券に記載された株式の数が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の
定める売買単位の株式の数である株券への交換

ハ
五

毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客である金融商品取引業者等
が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定め
る売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券（借り入れているもの
及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。）
の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と
同一の銘柄の有価証券を当該金融商品取引業者等が自己の計算により空売りを行う取引
（あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、
かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第一項第三号に掲げる取引を除く。）
イ

当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄
の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格（ロにおいて
「出来高加重平均価格」という。）

ロ

出来高加重平均価格を目標として、当該金融商品取引業者等が当該有価証券と同一
の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場又は当該金融商品取引業者の開設する私
設取引システムにおいて分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証
券の総売付代金を総売付高で除して得た価格

六

第一項第二十号から第三十二号まで及び第三十四号に掲げる取引

七

私設取引システムにおける投資信託受益証券等の価格を当該投資信託受益証券等（第
一項第十二号ヘに掲げる有価証券にあっては同号ヘの受託有価証券、同号トに掲げる有
価証券にあっては同号トの表示する権利に係る有価証券）に係る指標に平準化するため
の当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引

八

私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が定
める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

九

私設取引システムにおける有価証券の価格を他の法第三十条第一項の認可を受けた金
融商品取引業者が開設する私設取引システム又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買
有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを
行う取引

（取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるも
の）
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第十条

令第二十六条の二の二第七項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、

次に掲げる方法とする。
一

定義府令第十七条各号に掲げる方法

二

競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法

（空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外）
第十一条

令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項

第一号から第十七号までに掲げる取引とする。
２

（略）

３

令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引
は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。
（空売りを行う場合の価格等）

第十二条

令第二十六条の四第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マ

ーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付
けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
２

令第二十六条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証
券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売
り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も
高い買付けの気配の価格（次項において「直近公表最良買い気配価格」という。）とする。

３

令第二十六条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買
い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に
公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であっ
てマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。

４

令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、取引所金融商品
市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会の開始の時刻から終了の時刻
まで（当該売買立会に午前立会、午後立会その他の区分があるときは、これらを連続して
いるものとみなしたもの）とする。

５

令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価
格は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が次に掲げる価格（これらの価格が
配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除
した価格。以下この項において同じ。）を基礎として算出するものとしてその業務規程に
おいて定める価格（当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか）とする。
一

法第百三十条に規定する最終の価格

二

最終の気配相場の価格

６

令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。

７

令第二十六条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場は、
毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高（金融商品取引所の業務規程に定め
る売買立会によらない売買に係るものを除く。）が最も多い取引所金融商品市場（当該取
引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合
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計が最も多い取引所金融商品市場）とする。
第十三条

（略）

第十四条

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定め

る売買価格の決定方法は、定義府令第十七条第二号に掲げる方法又はこれに類似する方法
とする。
２

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める
価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる私設取引システムを開設する
法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該空売り前の直近に公表した当該
私設取引システムにおける売付け及び買付けの気配（当該気配に基づく価格が前項に定め
る売買価格の決定方法で用いられるものに限る。）を提示する金融商品取引業者等が出し
た最も高い買付けの気配の価格（次項において「直近公表最良買い気配価格」という。）
とする。

３

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定
める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した法第三十条第一項の認可を受けた金融
商品取引業者が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した私設取引システ
ムにおける当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって前項に規定する金融商品
取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格とする。

４

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定め
る時間帯は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引
業者の法第三十条の三第二項に規定する業務の内容及び方法を記載した書類（次項におい
て「業務内容方法書」という。）において定める取引の開始の時刻から終了の時刻まで（当
該取引に午前の取引、午後の取引その他の区分があるときは、これらを連続しているもの
とみなしたもの）とする。

５

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定め
るところにより算出される価格は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可
を受けた金融商品取引業者が第十二条第五項又は前条第五項に定める価格に準ずる価格と
してその業務内容方法書において定める価格とする。

６

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定め
る割合は、百分の十とする。

７

令第二十六条の四第六項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣
府令で定める一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算し
て過去六月間の有価証券の売買高（金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらな
い売買又はシステム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを除く。）が最
も多い取引所金融商品市場（当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有
価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場）又は店頭売買有価
証券市場（当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有
価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場）とする。
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（空売りを行う場合の価格制限の適用除外）
第十五条

令第二十六条の四第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引と

する。
一

第九条の三第一項各号（第十八号を除く。）に掲げる取引

二

法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家（これに類する外国法人を含む。）
に該当しない者が行う信用取引（売付けの数量が金融商品取引所の定める売買単位の五
十倍以内である場合に限る。）

２

令第二十六条の四第五項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引
は、次に掲げる取引とする。
一

第九条の三第二項各号（第六号を除く。）に掲げる取引

二

（略）

３

令第二十六条の四第六項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引
は、第九条の三第三項各号に掲げる取引とする。
（空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供）

第十五条の二

指定有価証券（令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以

下この条及び次条において同じ。）について、自己の計算による空売りを行った当該指定
有価証券に係る主たる金融商品取引所（同項に規定する主たる金融商品取引所をいう。以
下この条及び第十五条の四第一項において同じ。）の会員等は、令第二十六条の五第一項
の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる
金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係
る自己の残高情報（同項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四
までにおいて同じ。）を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
一

当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合（次条第一
項第七号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。）が〇・〇〇二
以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき

二

当該空売りを行った日

前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき（当該変更後の空売り残高割合が
〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、
当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数
を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。）

当該変更が

あった日
三

第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であ
って、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位
数が五十以下となったとき

２

当該変更があった日

指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った当該指定有価証券に係る主
たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、当該顧客の商
号、名称又は氏名及び住所又は所在地（以下この条において「商号等」という。）ととも
に、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供
しなければならない。

３

指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った者（当該指定有価証券に係る
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主たる金融商品取引所の会員等を除く。）は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、
第一項各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主
たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等と
ともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所の会員等の
うちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の
提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該者の商号等とともに、当該残高情報
を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
４

指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った者（当該指定有価証券に係
る主たる金融商品取引所の会員等を除く。）は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、
当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価
証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければな
らない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等
は、当該顧客の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に
対し提供しなければならない。

５

指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、令第二十六条の五第三項の規
定に基づき、当該委託の取次ぎの申込者の商号等とともに、当該委託の取次ぎの申込者か
ら提供された残高情報を、直ちに、当該空売りの委託の取次ぎの相手方（複数の相手方に
対し空売りの委託の取次ぎをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者）に対
し提供しなければならない。

６

指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、令第二十六条の五
第四項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該
指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時まで
に、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委
託又は委託の取次ぎの申込みの相手方（複数の相手方に対し空売りの委託又は委託の取次
ぎの申込みをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者）に対し提供しなけれ
ばならない。
一

当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合が〇・〇〇
二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき

当該空売りを行った

日
二

前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき（当該変更後の空売り残高割合が
〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、
当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数
を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。）

当該変更が

あった日
三

第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であ
って、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位
数が五十以下となったとき

７

当該変更があった日

第一項及び前項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を主
たる金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得
た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの）とする。
－28－

８

第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、同項の空売りが次の各号に掲げ
るものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。
一

信託業（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する信託業を
いう。以下同じ。）を営む者が信託財産（投資信託及び投資法人に関する法律第三条第
二号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第一項第三号イにおいて同
じ。）の運用として行った空売り

当該信託財産（委託者の指図に基づき運用を行う信

託財産にあっては、当該委託者）
二

投資運用業（法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。）を行う
者（法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。）が投資一任契
約の相手方のために運用財産（法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。
次号及び第四号並びに次条第一項第三号において同じ。）の運用（その指図を含む。次
号において同じ。）として行った空売り

三

投資一任契約の相手方

投資運用業を行う者（法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限
る。）が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する
者のために運用財産の運用として行った空売り

四

当該運用財産

投資運用業を行う者（法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限
る。）が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有す
る者のために運用財産の運用として行った空売り

五
９

当該運用財産

前各号に掲げるもののほか、金融庁長官が指定する空売り

金融庁長官が定めるもの

（略）
（金融商品取引所等へ提供する残高情報）

第十五条の三

令第二十六条の五第一項第一号（同条第六項において準用する場合を含む。）

に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる
情報とする。
一

指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名（当該者が個人（第七
号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は、個人である旨）

二

指定有価証券について空売りを行った者（第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満
である個人を除く。）の住所又は所在地（個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特
別区名とし、非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）
第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次号及び第二十九条第二項において同
じ。）である個人にあってはこれらに相当するもの）

三

指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項
イ

信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売り

信託財産の名称並びに当該

信託財産が委託者の指図に基づき運用を行うものである場合にあっては、当該委託者
の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地（当該委託者が個人（第七号に規定する残
高割合が〇・〇五以上である個人に限る。）の場合は都道府県名及び市町村名又は特
別区名（当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの）、当該委託者が個人
（同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は個人である
旨）
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ロ

投資運用業を行う者（法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に
限る。）が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用（その指図を含む。ハにお
いて同じ。）として行った空売り

投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び

住所又は所在地（投資一任契約の相手方が個人（第七号に規定する残高割合が〇・〇
五以上である個人に限る。）の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名（当該個
人が非居住者の場合は、これらに相当するもの）、当該委託者が個人（同号に規定す
る残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。）の場合は個人である旨）
ハ

投資運用業を行う者（法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に
限る。）が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有
する者のために運用財産の運用として行った空売り

ニ

運用財産の名称

投資運用業を行う者（法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に
限る。）が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を
有する者のために運用財産の運用として行った空売り

ホ

その他金融庁長官が指定する空売り

運用財産の名称

金融庁長官が指定する事項

四

空売りを行った指定有価証券の銘柄

五

第七号に規定する残高割合の計算年月日

六

空売りを行った指定有価証券の当該空売りの残高数量及び前条第七項に規定する空売
り残高売買単位数

七

指定有価証券に係る空売り残高割合（前号に掲げる残高数量を指定有価証券の発行済
株式の総数又は発行済口数で除して得た数値（小数点以下四位未満の端数があるときは、
これを切り捨てたもの）をいう。次条第一項において同じ。）

八

前条第一項第二号若しくは第三号又は第六項第二号若しくは第三号に該当する場合に
おいて残高情報を提供するときは、その提供前の直近に提供した残高情報に係る第五号
に掲げる情報及び前号に掲げる情報（次条第一項第二号において「直近空売り残高割合」
という。）

２

前項第六号の「残高数量」とは、一定の日における指定有価証券の取引が終了するまで
に令第二十六条の五第一項各号（同条第六項において準用する場合を含む。）に掲げる空
売りを行った指定有価証券の数量の合計（第九条の三第一項各号（第一号、第八号及び第
十八号を除く。）、第二項各号（第一号、第四号、第六号及び第七号を除く。）若しくは
第三項各号（第一号及び第六号を除く。）又は第十五条第一項第二号若しくは第二項第二
号に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。）のうち、その一定の日
後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量を
いう。

３

第一項第七号の発行済株式の総数又は発行済口数は、同項第五号の計算年月日の発行済
株式の総数又は発行済口数とする。ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知る
ことが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等（法第二十四条第一
項に規定する有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は
法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。）に記
載された発行済株式の総数又は発行済口数（有価証券報告書等が提出されていない場合に
あっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された発行済株式の総数又は発
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行済口数）とすることができる。
（金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表）
第十五条の四

主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主

たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに
該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
一

当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。

二

当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五未満又は当該残高情報に係る第十五
条の二第七項に規定する空売り残高売買単位数が五十以下であり、かつ、当該残高情報
に係る直近空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。

２

前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の
適切な方法により行わなければならない。

３

（略）
（価格未決定期間）

第十五条の五

令第二十六条の六第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規

定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し（当該有価証券の発行価格又
は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。）について法第五条第一項（同条第五項
において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。）の規
定による届出書又は法第二十四条の五第四項（法第二十七条において準用する場合を含
む。）の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項（法第二十七条において準用する場
合を含む。以下この条において同じ。）の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も
早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第
一項（法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による当該届出書の訂正届出
書又は法第二十四条の五第五項（法第二十七条において準用する場合を含む。）において
準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項
の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。
（借入れに準ずるもの）
第十五条の六

令第二十六条の六第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）に規

定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けと
する。
（空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外）
第十五条の七

令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取

引とする。
一

（略）

二

次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
イ

法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

ロ

法第二条第一項第五号に掲げる有価証券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除
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く。）
ハ

法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券（投資信託及び投資法人に関す
る法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当た
りの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させ
るよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。）

ニ

法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券（ハに掲げる有価証券に類
するものに限る。）

ホ

法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券

ヘ

法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券（投資証券に類する証券にあっては、
ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。）

ト

法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するも
の

チ

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の
性質を有するもの

リ

有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

ヌ

法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る
権利を表示するもの

三

（略）

第十五条の八

令第二十六条の六第三項において準用する同条第二項に規定する内閣府令で

定める取引は、次に掲げる取引とする。
一

前条第二号イからヌまでに掲げる有価証券につき空売りを行う取引

二

（略）
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○

金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する

件（平成二十四年金融庁告示第七十五号）
（抄）
〔平成 25 年 11 月５日現在〕
金融商品取引法施行令第六条の二第二項第二号に規定する金融庁長官の指定する電子情報
処理組織は、次に掲げるものとする。
一

ＳＢＩジャパンネクスト証券株式会社が、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五

号）第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務において使用する電子情報処理組織（Ｐ
ＴＳ第１市場及びＰＴＳ第２市場に係るものに限る。
）
二

チャイエックス・ジャパン株式会社が、金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行

為に係る業務において使用する電子情報処理組織

○

金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項等の規定に基づき金融庁長官が指定す

る有価証券を定める件（平成二十五年金融庁告示第五十号）（抄）
〔平成 25 年 11 月５日現在〕
（借入れ有価証券の裏付けの確認等の対象となる有価証券）
第一条

金融商品取引法施行令（以下「令」という。）第二十六条の二の二第一項に規定す

る金融庁長官が指定する有価証券は、金融商品取引所（金融商品取引法（昭和二十三年法律
第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。）が上場する有価証券とす
る。
２

（略）

３

令第二十六条の二の二第七項において準用する同条第一項に規定する金融庁長官が指定

する有価証券は、前二項に定める有価証券とする。
（空売りに係る情報の提供等の対象となる有価証券）
第二条

令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官が指定するものは、前条第一項に定

める有価証券とする。
２

（略）
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○

金融商品取引業者等向け総合的な監督指針（抄）

〔平成 25 年 11 月５日現在〕
Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取引業）
Ⅳ－４

諸手続（第一種金融商品取引業）

Ⅳ－４－２

承認及び届出等

Ⅳ－４－２－１

認可

私設取引システム（Proprietary Trading System；ＰＴＳ）は取引所類似の機能を有して
おり、そのためこれを運営する業務は、金商法においても旧証券取引法から引き続き認可制
を維持することとされた。こうしたことを踏まえ、金商法第２条第８項第 10 号に規定する
業務の認可については、以下の留意事項を踏まえて検討することが必要である。
①

私設取引システムに該当するか否かを判断する際には、次の点に留意するものとする。

イ．取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買の取次ぎを
行い、又は他の単一の金融商品取引業者に有価証券の売買の取次ぎを行うシステムにつ
いては、私設取引システム及び取引所金融商品市場等に該当しないものとする。
（注） たとえば、２の顧客の同数量の売り注文及び買い注文を、売買立会によらない
取引を行う取引所金融商品市場に同時に取り次ぐシステムは、基本的に、私設取引シ
ステム及び取引所金融商品市場等に該当しない。一方、顧客注文を売買立会によらな
い取引を行う取引所金融商品市場に取り次ぐシステムであっても、システム内で注文
の集約または相殺等を行うような場合は、私設取引システム又は取引所金融商品市場
等に該当する可能性がある。
ロ．顧客との間で有価証券の売買を行う自己対当売買のシステムであっても、多数の注
文による有価証券の需給を集約した提示気配に基づき売買を成立させていくものにつ
いては、私設取引システム又は取引所金融商品市場等に該当する場合がある。
ハ．株価や金融情報を提供している金融商品取引業者や情報ベンダーについても、複数
の金融商品取引業者等が提示している気配に一覧性があり（気配の競合）、専用情報端
末の配布や注文・交渉のためのリンク等の設定をはじめとする取引条件に係る合意手段
が提供されている場合には、金融商品取引業（媒介）に該当し、かつＰＴＳ業務の認可
を併せて要することに留意する。
②

当該業務の認可に当たっては、次の点に留意するものとする。

イ．内部管理
当該業務に係る内部管理の態勢について、次の事項が整備されているか。
ａ．当該業務を管理する責任者が有価証券関連業務の経験を原則として５年以上有する
者であり、当該業務を行う部署が業務の遂行に必要な組織及び人員配置となっている
こと。
ｂ．当該業務において顧客の本人確認を行う方法が確立していること。
ｃ．当該業務において信用取引を取り扱わず、また、インサイダー取引、相場操縦、作
為的相場形成、取引所金融商品市場で行えば空売り規制に抵触することとなる空売り
等の取引の公正を害する売買等を排除する方法及び態勢が確立していること。また、
当該方法及び態勢が、金商業等府令第 17 条第 12 号に規定する「取引の公正の確保に
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関する重要な事項」として、認可に係る業務の内容及び方法に記載されていること。
ｄ．当該業務において特定投資家向け有価証券を取扱う場合は、金商法第 40 条の４に
おいて制限されている取引を禁止する方法及び態勢が確立していること。また、この
場合においては当該事項が金商業等府令第 17 条第５号に規定する「顧客との取引開始
基準及び顧客の管理方法」として認可に係る業務の内容及び方法に記載されているこ
と。
ｅ．当該業務に関し、金商法等の法令及び諸規則に則った社内規則が整備されているこ
と。
ロ．顧客への説明義務等
当該業務に係る顧客への説明に当たり、次の事項について、事前に十分な説明を行う
ことのできる体制が整備されているか。
ａ．売買価格の決定方法
ｂ．注文から約定及び決済に至るまでの取引ルール
ｃ．決済不履行の場合の取扱い
ｄ．提示された価格による約定可能性
ハ．システムの容量等の安全性・確実性の確保
当該業務に係るシステムの容量等の安全性・確実性の確保について、次の事項が整備
されているか。
ａ．将来の注文、約定等の件数を合理的に見込み、それに見合ったシステムの容量を確
保すること。
ｂ．上記見込みに基づいて、十分なテストを実施すること。
ｃ．システムの容量の超過や障害等について、その発生を防止し、かつ、早期に発見す
るための監視手法及びその態勢が確立されていること。
ｄ．システムの異常発生時における対処方法（顧客への説明・連絡方法等）及びその体
制が確立されていること。
ｅ．システムが二重化（バックアップ）されていること。
ｆ．上記事項について、第三者（外部機関）の評価を受け、システムの容量等の安全性・
確実性が確認されていること。
ニ．取引情報の機密保持のための予防措置
当該業務に係る顧客の取引情報の機密の保持について、次の事項を含む十分な方策が
講じられているか。
ａ．当該業務部門とその他の部門で、業務に従事する者を明確に区別すること。
ｂ．当該業務に従事する者がその他の業務に関する情報を利用して当該業務を行い、又
はその他の業務に従事する者が当該業務に関する情報を利用してその他の業務を行う
ことが禁止されていること。
ｃ．顧客の取引情報について、外部に漏洩しない措置が的確に講じられていること。
ｄ．上記方策について、社内規則が整備されていること。
③

当該業務の認可に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。

イ．価格情報等の外部公表（当該業務において株券等（金融商品取引業協会等に関する
内閣府令第 14 条各号に規定する有価証券をいう。
）を対象とする場合に限る。
）
－35－

「当該私設取引システムの最良気配・取引価格等を他の私設取引システムと比較可
能な形で、リアルタイムで外部から自由にアクセスすることが可能な方法により公表す
ること。
ただし、他の私設取引システムと比較可能な形での公表形態が整うまでの間は、外
部から自由にアクセスすることが可能な方法により公表すること。
」
ロ．取引量に係る数量基準
取引量に係る数量基準には私設取引システムの取引量の数値を用いる。ただし、当
該私設取引システムが属する私設取引システムネットワーク（私設取引システム及び当
該私設取引システムにおける注文を電子情報処理組織を使用して他の私設取引システ
ムにおける注文との間で約定させることができる場合の当該他の私設取引システムで
構成されるネットワークをいう。）における取引量をもって算定した数値についても、
数量基準に抵触しないよう留意する必要がある。
ａ．競売買以外の方法により価格決定を行う私設取引システム業務において株券又は新
株予約権付社債券（金融商品取引所に上場されているもの又は金商法第 67 条の 11 第
１項の規定により登録を受けたものに限る。
）を対象とする場合
「１

過去６ヵ月において、株券及び新株予約権付社債券（金融商品取引所に上場され

ているもの及び金商法第 67 条の 11 第１項の規定により登録を受けたものに限る。
）
の一日平均売買代金のすべての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場にお
ける売買代金の合計額に対する比率が、個別銘柄いずれかについて 10％以上、かつ、
当該株券及び新株予約権付社債券全体について５％以上となった場合には、次の措
置を講ずること。
イ

取引の公正性を確保するため、売買管理及び審査を行う態勢（組織及び人員）

を拡充・整備すること。
ロ

決済履行の確実性を確保するため、金融商品取引所における違約損失準備金制

度と同様の制度を整備すること。
ハ

システムの容量等の安全性・確実性を確保するため、十分なチェックを定期的

に行うこと。
２

過去６ヵ月において、当該比率が、個別銘柄いずれかについて 20％以上、かつ、

当該株券及び新株予約権付社債券全体について 10％以上となった場合には、金融商
品市場開設の免許の取得を行うこと。
３

これらの他、取引量の拡大等に対応して、公益又は投資者保護のため必要がある

ときは、その限度において、新たな基準を設けることがある。」
ｂ．その他の場合
「取引量の拡大等に対応して、公益又は投資者保護のため必要があるときは、その
限度において、新たな基準を設けることがある。
」
ハ．取引量に係る報告
ａ．競売買の方法により価格決定を行う私設取引システムの場合、
「金融商品取引業者は、金商法施行令第１条の 10 第１号及び第２号に定める比率等に
ついて、毎月末現在の状況を翌月 20 日までに、当該金融商品取引業者を所管する金融
庁長官又は財務局長宛てに報告すること。
」
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（注） 金商法施行令第１条の 10 第１号及び第２号に規定する私設取引システムに係
る「総取引高」については、上記「ロ．取引量に係る数量基準」ただし書に基づき
算定した数値についても報告を求めることとする。
ｂ．競売買以外の方法により価格決定を行う私設取引システムの場合、
「金融商品取引業者は、上記ロａ１及び２に定める比率等について、毎月末現在の状況
を翌月 20 日までに、当該金融商品取引業者を所管する金融庁長官又は財務局長宛てに
報告すること。
」
ニ．
「公益又は投資者保護のため必要があるときは、その限度において、新たな条件を付
すことがある。
」
④

当該業務の認可の後、監督上の対応においては、次の点に留意するものとする。

イ．認可条件が充足されているかどうかについては、取引高等について報告書等により
確認すること。
ロ．認可の際に審査した諸方策についての履行状況について、必要に応じ、報告徴求等
により確認すること。
ハ．認可後、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法を始めとする業務の方法
等を変更しようとする場合には、速やかに変更認可申請を行うよう求めること。
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